
A La Carte ア・ラ・カルト　冷たい前菜

フェアー 桜肉(馬肉)のタルタル ¥1,300 (税別)

Tartare de Cheval (Horsemeat tartare) 

フェアー 仔ウサギとフォアグラのテリーヌ人参のコンフィチュールとマスタード添え 
Terrine de lapreau et foie gras avec confiture de carottes et moutarde ¥1,600 (税別)

  (Baby rabbit and foie gras terrine Confiture of carrots)

フェアー青森県産 サクラマスのマリネとフランス産ホワイトアスパラ ¥1,300 (税別)

Marinade de Sakura Mass  avec Asperge Blanch (marinated salmon )

真鯛のカルパッチョ マダイのコンソメジュレ自家製カラスミをアクセントに

Carpaccio de Poisson ｇelée de Poisson  avec Boutargue(Fresh fish Carpaccio) ¥1,200 (税別)

北海道産ズワイガニとホタテのテリーヌ ズワイガニのレムラード添え

Terrine de crabe sauce coulis de tomate (Crab and Scallop terrine) ¥1,250 (税別)

鴨レバーのなめらかフォンダン  フランス産グリオット添え

Fondant de foie de canard aux griottes (Mousse of duck of the lever) ¥1,200 (税別)

Assiette charcutier (Assorted putty, raw ham, chorizo) ¥1,400 (税別)

仔ウサギとフォアグラのテリーヌ人参のコンフィチュールとマスタード添え ¥1,600 (税別)

Terrine de bébé tiede foie gras avec  Conteneur de carottes

  (Baby rabbit and foie gras terrine Confiture of carrots)

ピエール・オテイザさんのバスク地方の生ハム ¥1,300 (税別)

Jambon cru (Basque raw ham ) ¥1,900 (税別)

オリーブの盛り合わせ

Olives Panachées (Olives) ¥600 (税別)

グリーンサラダ　

Salade Vert (Green Salade) ¥500 (税別)

フランス産チーズの盛り合わせ

Les Fromages (Cheese plattar) 1200～ (税別)

パン

Pain (Bread ) ¥200 (税別)

フランスアキテーヌ産キャビア  まるまる一瓶（18ｇ）

Caviar (Caviar) ¥5,500 (税別)

ハーフサイズ

ア・ラ・カルトはコースと同じ量になります。

シャルキュトリー(パテ･生ハム･チョリソー)盛り合わせ

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）



A La Carte ア・ラ・カルト　温かい前菜

フェアー 桜エビのウフブルイエ 甲殻類のソース ラタトゥイユ添え ¥1,200 (税別)

（フランス風トロトロスクランブルエッグ）
Crevette de sakura de oeufs brouillés sauce crustaces  avec Ratatouille

　(Scrambled eggs cherry shrimp source of the crustaceans with Ratatouille）

 ホンビノス(白ハマグリ）とロワール産ホワイトアスパラのクラムチャウダー
Chaudrée de palourdes asperges blanches en Honbinos ¥1,300 (税別)

　（Clam chowder of Honbinosu and white asparagus）

フォワグラととうもろこしのホットケーキトリュフのソース ¥2,000 (税別)

"Hot Cake" de Foie Gras aux Truffes (Foie gras pancake)

ホタルイカ・エスカルゴ・キノコのブルギニヨン ¥1,200 (税別)

Escargot et calmar de la luciole  a là bourgignon 

( Bourguignon of Escargot,mushroom, firefly squid)

A La Carte ア・ラ・カルト　お魚料理・お肉料理

フェアー ブルターニュ産 仔牛骨付きバラ肉のブレゼ ソースグルビッシュ添え

¥2,800 (税別)

フェアー 仔ウサギモモ肉のフリカッセ　シードル風味
Cuisse de  lapreau en fricassè (Of baby rabbit fricassee) ¥2,700 (税別)

フェアー ピレネー産乳飲み仔羊のローストブーランジェール添え ¥2,400 (税別)

agneau de lait  rôtie avec  boulangère (Roast of lamb avec  boulangère)

本日鮮魚と白子のムニエル 香り豊かなサフランのソースで
Poêlée

de
¥2,200 (税別)

(Pan-fried fish white saffron sauce with Frit of milt)

オマール海老のロースト ソース・アメリケーヌ ¥3,300 (税別)

Homard Rôti Sauce Américaine (Roasted lobster Sauce américaine)

カスレ鍋と自家製吉田豚ソーセージ・鴨モモ肉のコンフィ
(白インゲン豆や豚肉の煮込みの南仏郷土料理） ¥2,200 (税別)
Cassoulet au confit de canard (Traditional French Cassoulet)

牛ホホ肉の赤ワイン煮込み ¥2,000 (税別)

Joue de Boeuf braisée  (Beef cookde in red wine)

 限定！ 吉田さん家の豚 骨付きロース肉のロースト自家製シュークルート添え

Côte de Porc rôtie (Roasted Pork chop) ¥2,700 (税別)

 黒毛和牛のロースト 赤ワインソース ¥3,300 (税別)

 Boeuf "JAPONAIS" (WAGYU Steak )

Tendron de Veau braisè sauce  gribiche
（Braised veal bone with roses meat Sauce gribiche）

 (別途サービス料１０％頂戴いたします）




